
市政ニュース次号は１月25日です。配布についての問合せは西宮市シルバー人材センター（0１20・７2・４８３３…午前9時～午後5時。年始は4日から)へ

インフォインフォ
メーションメーション

◆市から

１２月定例市議会が閉会

　12月定例市議会は、議案79件、決
議案1件を可決するなどして、昨年12
月19日に閉会しました。一般質問の
内容など概要は、2月9・10日に戸別
配布する「西宮市議会だより」に掲載
します。なお、3月定例市議会は、2
月20日～3月23日の日程で開かれる
予定です。
　また、本会議の模様は西宮市議会
ホームページ（http://www.nishi.
or.jp/homepage/shigikai/）からイ
ンターネット中継で見ることができま
す。問合せは議会事務局（0798・
35・3378）へ。

住宅宿泊事業法施行条例
について皆さんの意見を募集

　市は、住宅宿泊事業（民泊）に起因す
る騒音の発生その他の事象による生活
環境の悪化を防止する「（仮称）西宮市
住宅宿泊事業法施行条例」の制定にあ
たり、皆さんの意見を募集します。
　素案は保健所生活環境課（保健所2
階）、市役所本庁舎1階総合案内所横、
各支所・市民サービスセンター、アク
タ西宮ステーションで配布しているほ
か、市のホームページ（市政情報→参
画と協働）に掲載しています。
【応募方法】1月31日までに郵送（必
着）かEメールで保健所生活環境課
（0798・26・3692）へ。持参も可
　※頂いた意見は市の見解とともに公
表します（個人情報を除く）。電話で
の意見の受付や個別回答は行いません

市県民税（普通徴収）第4期分
納期限は１月3１日

　市税は必ず納期限までに納付してく
ださい。納付には便利な口座振替をご
利用ください。問合せは課税について
は市民税課（0798・35・3214）、
納税については納税課（0798・35・
3238）、口座振替については税務管
理課（0798・35・3234）へ。

償却資産の申告お早めに

　市は、固定資産税（償却資産）の申
告を受け付けています。
　対象は市内の会社・工場・商店・飲
食店などで使用する事業用の償却資産
（耐用年数1年以上で取得価額が10万
円以上のもの）を持っている人。
　申告期限は1月31日ですが、期限間
近は窓口が大変混雑しますので、でき
る限り1月22日までに資産税課（市役
所本庁舎2階）に申告書を提出してく
ださい。申告書は同課にあるほか、市
のホームページ（くらしの手続き→市
税）からダウンロード可。
　問合せは資産税課（0798・35・
3223）へ。　

保険料納付確認書
１月末頃に送付

　確定申告および市県民税の申告をす
る場合の参考資料として、平成29年
中に市が収納確認した国民健康保険
料・後期高齢者医療保険料・介護保険
料の各保険料の納付額を対象者1人に
つき1通の納付確認書でお知らせしま
す。ただし、一部の人については各保
険料別に複数枚届く場合があります。
【対象】次の保険料納付金額が1円以
上あった人▷国民健康保険料…国民健
康保険料の納付義務者（世帯主）▷後
期高齢者医療保険料…後期高齢者医療
制度の被保険者▷介護保険料…65歳
以上の人
【問合せ】国民健康保険料については
国保収納課（0798・35・3156）▷
後期高齢者医療保険料については高齢
者医療保険課（0798・35・3110）
▷介護保険料については介護保険課
（0798・35・3148）へ　

住宅開発抑制へ
指導要綱を改正

　市は、児童数増加による学校の教室
不足を防ぐため、「教育環境保全のた
めの住宅開発抑制に関する指導要綱」
を施行し、指定地区内でのマンション
等の住宅開発抑制を指導しています。
このたび、見直しが行われ４月から指
定地区が変更となります。同要綱は市
のホームページ（事業者向け情報→開
発事業）に掲載しています。

　問合せは学校施設計画課（0798・
35・3828）へ。
【見直し後の指定地区】受入困難地区
…大社小学校区 ▽準受入困難地区…高
木・高木北・香櫨園・安井・春風・深
津・夙川小学校区 ▽特別監視地区…瓦
林・神原小学校区 ▽監視地区…浜脇・
広田・津門小学校区 ▽予測地区…甲陽
園・段上西・樋ノ口・上甲子園・苦楽
園・用海小学校区

西宮市協働事業提案審査会
委員を募集

　市は、協働事業提案手続きに基づい
て提案を受けた事業の審査を行う「西
宮市協働事業提案審査会」の委員を2
人募集します。
　任期は平成32年3月31日まで。応
募方法など詳しくは市民協働推進課
（市役所本庁舎7階）、各支所・市民
サービスセンターなどで配布する応募
要領をご覧ください。市のホームペー
ジ（市政情報→参画と協働）からもダ
ウンロード可。
【対象】30年４月1日現在、20歳以上
の人。在勤・在学者可（本市の他の審
議会委員、職員、市議会議員を除く）
【応募方法】所定の申込書に小論文を
添えて、2月5日（消印有効）までに
郵送かＥメールで市民協働推進課
（0798・35・3764）へ。持参も可
　※書類審査、面接により決定

　◆1月22日～2月1日中央図書館休
館　蔵書点検・整理のため。返却ポス

トは通常通り利用可。ただし、ＣＤは
返却不可。問合せは中央図書館
(0798・33・0189)へ
　◆郷土資料館、市民ギャラリー、平
和資料館の臨時休館　受変電設備改修
工事のため1月27日（土）・28日（日）
は休館。問合せは郷土資料館(0798・
33・1298)、市民ギャラリー (0798・
33・1666)、 平 和 資 料 館(0798・
35・3473)へ
　◆なるお文化ホール、市民会館アミ
ティホールの休館　天井耐震化および
老朽化対策のため、なるお文化ホール
は平成30年7月～12月、市民会館ア
ミティホールは31年1月～6月の期間
で休館。受付業務、市民会館の会議室・
ギャラリーは通常通り利用可。問合せ
はなるお文化ホール(0798・47・
7977)、市民会館アミティホール
(0798・33・3111)へ

善意の寄託善意の寄託
【8月分】《市宛て》★「青い鳥」福祉
基金へ　村田泰造、門戸厄神東光寺＝
合計25万2000円　《社会福祉協議会
宛て》★善意銀行へ　匿名2件＝
４58４円　★物品の寄付　匿名（書き
損じハガキ50枚）
【9月分】《市宛て》★「青い鳥」福祉
基金へ　村田泰造、野間町自治会＝合
計20万2000円　《社会福祉協議会宛
て》　★物品の寄付　匿名（車いす）、
太期清記（車いす用クッション）
　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

問 広報課（0798・35・3400）

　1面に掲載している写真は、「新年を感じる西宮の風景」をテーマに
公募した作品の中から特選に選考された多治見さんの作品「西宮大橋か
ら望む朝日」です。特選以外の入選者は次のとおり。
【入選】写真3点…古賀史郎さん、薬師正興さん、吉松喜志夫さん

特選は多治見寛之さんの写真

　西宮コミュニティ協会発行の『宮っ子』は企画・
編集・配布の全てを市民のボランティアで行う地域
情報誌です。1・2月号は特別編集の新年号で、記
念の第350号です。特集「西宮の川をたどる」では、
市内の17本の川の歴史、由来などを紹介しています。
　『宮っ子』は、各支所・市民サービスセンターなどで配布しているほ
か、市のホームページ（市政情報→参画と協働→コミュニティ・ＮＰＯ）
でも閲覧できます。

西宮コミュニティ協会
（0798・35・3458…市民協働推進課内）問

西宮市民の地域情報誌

『宮っ子』第350号を発行

１面写真と寄稿文作者の紹介●●● ●●●

　市は、利用者の増加への対応、混雑緩和を図るため、アクタ西宮ステー
ションの移転改修工事を行います。これにより、アクタ西宮ステーショ
ンは1月22日からアクタ西宮西館5階で業務を行います。
　また、事務所の移転作業のため、1月20日（土）・21日（日）は閉庁し
ます。ご理解とご協力をお願いします。
　※工事の進捗状況によっては日程が変更となる場合があります

問 アクタ西宮ステーション（0798・65・6930）

1月22日からアクタ西宮西館5階へ移転

1月20日・21日は移転作業のため閉庁

アクタ西宮ステーション

寄稿文 報徳学園高校硬式野球部前監督  永田裕治さん

会 情報センターなど ￥・定 あり 申 1月9日午前9時(HP受付は正
午)から情報センター(0798・32・8899 HPhttp://n4c.jp)。先着順
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パソコンことはじめ（無料）（Windows10） 1日午前
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イラストレーター入門 2日終日
パソコン初歩の初歩（Windows10） 1日午後 イラストレーター活用① 13日終日
これだけは知っておきたい10入門 3日午前 イラストレーター活用② 20日終日
これだけは知っておきたい10基礎 3日午後 フォトショップ活用① 8日終日

ワ
ー
ド

2016入門①（文書作成） 6日午前 フォトショップ活用② 15日終日
2016入門②(文書編集) 6日午後 ビジネスで使うイラストレーター 23日午前
2016活用①(Web画像作成) 17日午前 イラストレーターで学ぶカラー&配色 23日午後
2016活用②(3つ折りチラシ作成) 17日午後 Fireworks実践 3日終日
2016入門① 9日午前 Dreamweaver基礎 10日終日
2016入門② 9日午後 Dreamweaver実践 17日終日
2016活用①(データベース) 27日午前 Fireworks&Dreamweaver応用 24日終日
2016活用②(関数と複数シート) 27日午後 AutoCAD実践 19日終日
エクセルで学ぶVBA実践① 7日終日 パワーポイント2016活用（メディア＆チラシ) 16・23日夜間
エクセルで学ぶVBA実践② 14日終日 実践！ウイルス対策（★） 21日終日

※受講料は半日コース3000円、終日・夜間2日間コース6000円（★は3000円）。夜間のみ大学交流セン
ターで開催。1月開催分も受付中。詳しくはホームページで確認または同センターに問合せを。また、
パソコン研修は平成30年2月末ですべての講座を終了することになりました。長年にわたるご愛顧に心
から感謝申し上げます。

コース名 開催日 コース名 開催日
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　平成6年から報徳学園高校野球部を率い、春夏併せて18回の甲子園出
場、1４年春大会では全国優勝を成し遂げる。29年春大会でベスト４に
進出、この大会をもって勇退。現在は教師として充実した日々を過ごす。

平成30年（2018年）1月1日	 （3）


